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第５章 都市機能誘導区域 

１．基本的な考え方 

（１）都市機能誘導区域とは 

都市再生特別措置法第８１条において「医療・福祉・子育て・商業などの生活サービス機能

を、都市拠点や地域の拠点に誘導・集積することにより、これらの機能の効率的で持続的な提

供を図る区域」として都市機能誘導区域を定めるものとされています。 

 

（２）区域設定の考え方 

居住促進区域との整合を図るとともに、生活サービス施設の分布等の現況を踏まえ、都市機

能の誘導を図るべき区域を設定します。 

本市の都市機能誘導区域は、本計画において位置付ける「都心」、「重要地域拠点」、「地

域拠点」、「連携地域拠点」を基本に設定するものとします。 

 

【第 10 版都市計画運用指針（国土交通省）における都市機能誘導区域】 

 

 

  

①基本的な考え方 

 医療・福祉・子育て支援・商業といった民間の生活サービス施設の立地に焦点が当てられる中では、

これらの施設を如何に誘導するかが重要となる。このような観点から新たに設けられた都市機能誘導区

域の制度は、一定のエリアと誘導したい機能、当該エリア内において講じられる支援措置を事前明示す

ることにより、当該エリア内の具体的な場所は問わずに、生活サービス施設の誘導を図るものであり、

都市計画法に基づく市町村マスタープランや土地利用規制等とは異なる全く新しい仕組みである。 

原則として、都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において設定されるものであり、医療・福祉・商

業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効

率的な提供が図られるよう定めるべきである。 

②都市機能誘導区域の設定 

都市機能誘導区域は、例えば、都市全体を見渡し、鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、

都市機能が一定程度充実している区域や、周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等、

都市の拠点となるべき区域を設定することが考えられる。 

また、都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車

等によりそれらの間が容易に移動できる範囲で定めることが考えられる。 
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■表 5-1 拠点別の都市機能誘導区域設定方針 

拠 点 区域設定の基本的要素 区域設定の考慮事項 

都
心 

千葉 

都心 

・概ね商業系用途地域の範囲 

・上位計画による既定区域を包含 

⇒都市再開発方針 再開発促進地区・誘導地区 

・既存都市機能の立地状況 

・原則主要道路等で区域界を設定 

幕張 

新都心 

・幕張新都心の地区計画に基づき都市機能を立地すべ

き区域を設定 

⇒中心地区、豊砂地区 

・原則主要道路等で区域界を設定 

蘇我 

副都心 

・概ね商業系用途地域の範囲 

・上位計画による既定区域を包含 

⇒都市再開発方針 再開発促進地区・誘導地区 

・原則主要道路等で区域界を設定 

重要地域拠点 

・概ね商業系用途地域の範囲 

・上位計画による既定区域を包含 

⇒都市再開発方針 再開発促進地区・誘導地区 

・既存都市機能の立地状況 

・区画整理事業の事業区域に留意(東幕張地区) 

・原則主要道路等で区域界を設定 

・路線型の用途地域指定の箇所は 

用途地域界で設定 

・第一種低層住居専用地域、第二種

低層住居専用地域は除外 

地域拠点 

・駅から徒歩圏内を基本 

・概ね商業系用途地域の範囲 

・上位計画による既定区域を包含 

⇒都市再開発方針 再開発促進地区・誘導地区 

・既存都市機能の立地状況 

・原則主要道路等で区域界を設定 

・路線型の用途地域指定の箇所は 

用途地域界で設定 

・第一種低層住居専用地域、第二種

低層住居専用地域は除外 

連携地域拠点 

・概ね商業系用途地域の範囲 

・誘導すべき施設の立地状況(団地センター地区等) 

・路線バス結節状況⇒複数系統設定、バスターミナル

等 

・原則主要道路等で区域界を設定 

・路線型の用途地域指定の箇所は 

用途地域界で設定 

・第一種低層住居専用地域、第二種

低層住居専用地域は除外 

 

※都市再開発方針とは 

市街地における再開発の目標や既成市街地の各種施策を長期的かつ総合的に体系付けたマスター

プラン。 

再開発に関する個々の事業について都市全体から見た効果を十分発揮させることや、民間の建築

活動を適正に誘導して民間投資の社会的意義を増加させることを狙いとして、都市再開発法第２条

の３の規定に基づき、千葉市が定める都市計画。 
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２．都市機能誘導区域の設定 

区域設定の考え方を踏まえ、都市機能誘導区域は、「都心」、「重要地域拠点」、「地域拠点」、

「連携地域拠点」を基本に設定するものとします。 

なお、具体的な区域については、区域としてのまとまりや、地形地物等の状況を踏まえて、決

定することとします。 

 

■図 5-1 都市機能誘導区域の設定フロー 

 

  

都市機能誘導区域 

（再開発方針等の上位計画がある拠点） 

⇒再開発方針等の区域に沿って区域取りをする。 
（１） 

（上位計画が無い拠点） 

⇒駅 800m もしくはバス停留所 300m の範囲内の商業系用途地域で区域取りをす

る。 

（２） 

（商業系用途地域が無い拠点） 

⇒バス乗換拠点などのバス本数が多い停留所より 300m の範囲内で、都市機能の既

存立地が見られる範囲で区域取りする。 

（３） 

地形地物（道路等）などによる補正 

設定の検討対象：拠点周辺 

拠点の名称 拠点の考え方 

都心 
（※千葉市都市計画マスター 
プランに位置付け） 

●高次都市機能や広域交通機能の集積を活かしながら経済・産業・ 
コンベンションなどの広域的・中枢的な役割を担う。 

重要地域拠点 
（※千葉市都市計画マスター 
プランに位置付け） 

●都心機能を補完し、市民生活に必要な幅広いサービスの提供を 
受けられる。 

地域拠点 
（※千葉市都市計画マスター 
プランに位置付け） 

●市民が日常生活を送る上で必要なサービスの提供を受けられる。 

連携地域拠点 
（※本計画で位置付け） 

●上記の拠点にアクセスしなくても日常生活サービスを享受できる。 
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■図5-2 都市機能誘導区域 

 

 

 

  

＊市街化区域における、運行本数片道 30 本／日以上の鉄道・モノレール駅から 800m の範囲、 

運行本数片道 100 本／日以上のバス停から 300m の範囲 
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３．誘導施設の設定 

（１）誘導施設とは 

都市再生特別措置法第８１条において、「都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都

市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便

のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの）」を誘導施設として定め

るものとされています。なお、誘導施設は、長期的な視点から緩やかに誘導を図るものであり、

都市機能誘導区域外への立地を規制するものではありません。 

 

【第 10 版都市計画運用指針（国土交通省）における誘導施設】 

 

【立地適正化計画の手引き（平成 30 年 4 月、国土交通省）】 

 

①基本的な考え方 

誘導施設は都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設を設定するものであり、当該

区域に必要な施設を設定することとなるが、具体の整備計画のある施設を設定することも考えられる。

この際、当該区域及び都市全体における現在の年齢別の人口構成や将来の人口推計、施設の充足状況や

配置を勘案し、必要な施設を定めることが望ましい。 

②誘導施設の設定 

誘導施設は、居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点から、 

・病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能型居宅介

護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設 

・子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支援施設、

小学校等の教育施設 

・集客力がありまちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スーパーマーケット等の商

業施設 

・行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設 

などを定めることが考えられる。 
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（２）上位・関連計画による位置付けの整理 

■３都心の機能 

 

千葉市 

新基本計画 

（平成 24 年 3月） 

千葉都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針 

（平成 28 年 2月） 

千葉市都市計画 

マスタープラン 

（平成 28 年 3月） 

その他の関連計画 

千
葉
都
心 

■土地利用の高度化や

既存ストックの有効

活用などによる都市

機能の更新 

■業務・商業・文化など

の諸機能の集積促進 

■新たな観光資源など

による賑わいの創出 

■中枢的業務機能と高

次生活サービス機能

の複合した拠点とし

て整備 

■千葉駅が県内各地との交通の結

節点であり、経済、社会、文化

等の中心地区であることから本

区域の都心として位置づけ、県

都の都心にふさわしい中枢管理

機能、商業、業務機能の一層の

集積等により土地の高度利用を

図る 

■回遊性・賑わいの創出や都心居

住の促進等により中心市街地の

活性化を推進するとともに、本

区域の顔にふさわしい風格を備

えた誇りのもてる市街地の形成

をめざす 

■千葉自立都市圏の拠点地区を見据

えた中枢管理機能、商業・業務機

能の集積、居住機能や生活支援機

能等の多機能の導入による土地利

用の高度化 

■集客施設と観光施設との連絡の強

化、交通利便性の向上による回遊

性の創出、都心居住の促進 

■中央港地区では、市民が気軽に訪

れる、にぎわいと憩いの感じられ

る港づくり 

千葉駅周辺活性化グランド

デザイン 

■千葉県内での求心力のあ

るまち 

■働く人、学ぶ人、住む人、

観光客など、多様な人々

が集まり賑わうまち 

■エリア間における機能分

担・連携による多様な魅

力のあるまち 

■先行整備プログラム：西

銀座周辺再開発、中央公

園・通町公園の連絡強化 

幕
張
新
都
心 

■国際交流機能、商業・

業務、研究開発、教育

学術、スポーツ・レク

リエーション、住宅機

能の集積、機能更新を

促進 

■ウォーターフロント

の観光資源としての

価値を高め、交流人口

の増加などによる全

体の活性化 

 

■道路、鉄道交通網が計画的に整

備されたところに位置し、交通

アクセスが容易であることに加

え、国際業務・交流機能等の拠

点であることから本区域の新都

心として位置づけ、今後も複合

的都市機能の集積を図るととも

に、新しいライフスタイルに対

応した住宅供給と居住環境の整

備により、質の高い住宅地の形

成を図る 

■国際交流都市として新しい都市

イメージをもつ市街地の形成を

めざす 

■国際交流機能や国際的業務機能を

はじめ、先端成長産業の中枢的業

務機能、研究開発機能のほか、学

術・商業・文化、スポーツ・レク

リエーション等の諸機能の一体的

な集積を推進 

■都市デザインに配慮した利便性の

高い住宅地の形成など、居住機能

の強化を図ることによる職住近接

の実現 

■ウォーターフロント空間や広大な

公園の連続性を活かし、魅力とに

ぎわいのある個性豊かな都市空間

を形成 

幕張新都心構想 

■「職」、「住」、「学」、「遊」

の複合機能が集積した、

未来型の国際業務都市の

形成 

 

蘇
我
副
都
心 

■蘇我駅周辺部と臨海

部を一体化し、商業・

業務、研究開発、スポ

ーツ・レクリエーショ

ン機能の充実 

■広域的な防災機能の

強化 

■蘇我駅周辺と蘇我臨海部を一体

とし、商業・業務機能等の集積

や、スポーツ・レクリエーショ

ンの充実を図り、広域的な防災

機能の強化を推進するととも

に、これまでの港や製鉄の歴史

を踏まえ、まちの更新・再生と

ともに賑わいと魅力ある海に開

かれた緑豊かな市街地の形成を

めざす 

■鉄道の結節点や広域幹線道路の沿

道としての立地特性を活かし、臨

海部における製鉄所跡地の土地利

用転換を促進しながら、商業、業

務、スポーツ・レクリエーション

などの諸機能のほか居住機能を集

積 

■蘇我駅周辺では、鉄道利用者の利

便性を高め交流機能を強化するた

め、交通結節性を改善 

■これまでの港や製鉄所の歴史を踏

まえ、街の更新・再生とともに、

にぎわいと魅力のある海に聞かれ

た緑豊かな都市空間を形成 

都市再開発方針 

■駅周辺：土地の高度利用、

商業・業務機能、居住機

能等の強化 

■臨海部：業務機能等の集

積、周辺市街地との一体

的な都市拠点形成 
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■その他の拠点の機能 

新基本計画では１３駅周辺を「生活機能拠点」と位置づけています。都市計画マスタープラ

ンではこの１３駅周辺を「重要地域拠点」と「地域拠点」に区分しています。 

千葉市新基本計画 

（平成 24 年 3月） 

千葉市都市計画マスタープラン 

（平成 28 年 3月） 

【生活機能拠点】13 駅周辺 

■バス等との交通結節性の

向上や商業機能の集積な

どを図るとともに、既存機

能を活かし、市民生活に必

要な機能の充実 

【重要地域拠点】4 駅周辺 

■3 都心から離れた地域において都心機能を補完し、将来にわたり市民生

活に必要な幅広いサービスの提供を受けられる拠点 

■市内外の多くの方が交流する魅力ある拠点として育成 

■公共交通の利便性や生活利便性などの拠点機能を強化することにより、

生活圏域のコンパク卜化や、まちなか居住を促進 

【地域拠点】9 駅周辺 

■市民が日常生活を送るうえで必要な、サービスの提供を受けられる拠点 

■交通環境及び生活利便性の向上を図る 

 

■公共施設の再編 

公共施設の立地については「公共施設等総合管理計画」等に掲げられた方針と連携します。 

 

【立地適正化計画の手引き（平成 30 年 4 月、国土交通省）】 
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（３）誘導施設としての検討対象施設 

■検討対象施設 ：赤枠の範囲内 

機能の分類 施設の種類 広域的な拠点施設 地域的な拠点施設 地域密着な施設 

各拠点の役割に応じた機能立地や 

賑わいを形成する施設 

日常生活に密接に 

関係した施設 

行政機能 市役所 ●   

区役所 ● ●  

保健所 ●   

保健福祉センター ● ●  

市民センター  ● ● 

高齢者福祉機能 いきいきプラザ  ●  

いきいきセンター  ●  

あんしんケアセンター   ● 

高齢者介護施設   ● 

子育て支援、 

教育・保育機能 

子育て支援館 ●   

地域子育て支援センター   ● 

子育てリラックス館  ●  

保育所   ● 

幼稚園   ● 

認定こども園   ● 

文化機能 コミュニティセンター 

勤労市民プラザ 
 ● 

 

市民会館・ホール  ●  

美術館・市民ギャラリー ●   

科学館・博物館 ●   

社会教育機能 図書館  ●  

公民館   ● 

教育機能 大学・専門学校 ●   

高等学校  ●  

小学校・中学校   ● 

商業機能 百貨店 ●   

総合スーパー  ●  

スーパー   ● 

コンビニエンスストア   ● 

医療機能 病院  ●  

診療所   ● 

金融機能 銀行・信用金庫  ●  

郵便局   ● 

国際経済交流 

機能 
MICE 施設 *1 ● 
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■拠点施設の分類：誘導施設の検討対象は、赤枠の範囲内 

施設の 

分類 
特徴 

立地すべき範囲 

都心 

重要 

地域 

拠点 

地域 

拠点 

連携 

地域 

拠点 

左記以外の 

居住促進区域 

広域的な 

拠点施設 
各拠点の役割に応じ

た機能立地や賑わい

を形成する施設 

     

地域的な 

拠点施設 
     

地域に密着 

した施設 

日常生活に密接に関

係した施設 
     

 

＊１ ＭＩＣＥ施設 

ＭＩＣＥとは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅

行）（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・

見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれる

ビジネスイベントなどの総称です。 

これらが開催される施設として、ホールや会議室を備えたホテル等を想定しています。 

 

出典：観光庁 HP 
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（４）誘導施設の設定検討 

■設定の考え方 

本計画では、検討対象施設のうち、都市全体での広域的・地域的な観点を踏まえた上で、都

市機能誘導区域内に立地することが特に望ましい施設について、拠点及び拠点周辺の施設立地

状況等も考慮し、誘導施設を設定します。 

 

■図 5-3 誘導施設設定の考え方 

     

 

※今回誘導施設に設定していない施設においても、 

将来、社会情勢や施設立地バランスなどの変化に応じて、誘導施設への設定を検討します。 

  

 誘導施設としての検討対象施設 

（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共

同の福祉又は利便のためであって、都市機能の増進に著しく

寄与するもの） 

 広域的な拠点施設、地域的な拠点施設 

誘導施設に設定 

 都市機能誘導区域内に立地することが特に望ましい施設 
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（５）拠点ごとの誘導施設の設定 

以上を踏まえて、拠点ごとの誘導施設を以下のとおり設定します。 

 

  

拠点 

行政 
高齢者 

福祉 

子育て 

支援 
商業 

市役所 

区役所 

保健所 

保健福祉

センター 

高齢者 

交流施設 

子育て 

支援館・ 

子育て 

ﾘﾗｯｸｽ館 

大規模 

商業施設 

都心 

１ 千葉都心 

 誘導施設  誘導施設

 誘導施設  誘導施設  誘導施設

２ 幕張新都心 

３ 蘇我副都心 

重要地域拠点 

４ 幕張駅周辺 

５ 稲毛駅周辺 

６ 都賀駅周辺 

７ 鎌取駅周辺 

地域拠点 

８ 幕張本郷駅周辺 

９ 新検見川駅周辺 

10 西千葉駅周辺 

11 検見川浜駅周辺 

12 稲毛海岸駅周辺 

13 誉田駅周辺 

14 土気駅周辺 

15 浜野駅周辺 

16 千城台駅周辺 

連携 

地域拠点 

17 大宮台団地   

18 こてはし台団地 

19 花見川団地 

20 あやめ台団地 

21 さつきが丘団地 

※上記の公共施設の立地は、「公共施設等総合管理計画」等に掲げられた方針と連携します。 

 

注意事項 

■誘導施設は、市が新たに整備（建替・改修）するものを示したり、市や国等が施設整備に対して

の支援を約束するものではありません。 

■誘導施設は、設定したすべての施設を都市機能誘導区域内に立地するよう制約するものではあり

ません。 

 ：誘導施設として設定する範囲 

 

■誘導施設    
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■誘導施設の定義 

分類 施設 定義 

行政機能 

市役所 

区役所 

■地方自治法第４条第１項に定める施設（本庁） 

■地方自治法第252条の20第１項に定める施設（区役所） 

■千葉市区の設置等に関する条例第３条に定める施設（区役所） 

保健所 

保健福祉センター 

■地域保健法第５条に定める施設（保健所） 

■千葉市保健福祉センター条例第２条に定める施設（保健福祉セ

ンター） 

高齢者福祉機能 
高齢者交流施設 

*2 

■高齢者の相互交流や健康増進、生きがい活動を目的とした高齢

者が交流する機能を有する施設（本市の設置するものに限る） 

子育て支援機能 
子育て支援館 

子育てリラックス館 

■児童福祉法第6条の３第6項に定める地域子育て支援拠点事業

を実施する施設（保育所及び認定こども園に設置されるものを

除く） 

商業機能 大規模商業施設 
■大規模小売店舗立地法第２条第２項に定める店舗面積1,000㎡

を超える商業施設 

 

 

＊２ 高齢者交流施設 

高齢者の相互交流や健康増進、生きがい活動を目的とした高齢者が交流する施設です。 

国交省の資料においては、本市の中央いきいきプラザが紹介されています。 

 

出典：国交省「都市機能立地支援事業等の活用に係る説明会資料」 

 

 


